
一般株主様（無料登録）
YesBIT⑨ お友達紹介キャンペーン！

さらに、あなたが紹介
した方にも1口分相当
のYBPをプレゼントし
ます

新規で無料登録してKYC（本人確認）を完了した方からYBPを登録したアカウントに送ります

毎週開催されるインハウスロトゲームは、無料
登録が完了すると自分の好きな週に好きなとき
に購入が可能です（〆切日あり）

現在、紹介キャンペーンとしてあなたがお友達をYesBIT⑨へ無料登
録していただくと2口分相当のYBPをプレゼントします

登録方法やルール説明など分かり易いマニュアルもあります

ロトゲームは2019/12/15からプレオープンとして開催していますが、
2020/2/20のグランドオープン時には数千万～数億の当選金額からスタート
を予定しているようです！
ワクワクどきどきですね



YesBIT⑨とはインハウスロトゲームをするプラット
フォームの名称のこと

皆様はYesBIT⑨に無料登録す
ることで株主になり、

社内のシステムで株主だけが
ロトゲームに参加できる

インハウスとは
「企業内、会社内」の意味



無料登録 → 株券付与 → BTCでYBPチャージ → ロトゲーム参加 → 配当（当せん金払出し）

日本国のリーガルチェックも完全クリア



ロトの配当など

1等当選配当
マトリックスボーナス
ありがとうBIT9
ラッキー3
次回当選金持越し

各回ごとの購入金額（売上高）の振り分け

株主様への配当

25％

75％

システム管理費「外注」
各国管理会社経費
宣伝広告費
世界総代理店
ボランティア資金
会社運営費

おかげさまで

11月だけで5000人

の登録

招待QR

無料登録フォーム

登録マニュアル

https://www.yesbit9.com/Identity/Account/Register?introducer=hiroking
http://yesbit9.club/wp-content/uploads/2019/12/yesbit9-新規登録-03.pdf


YesBIT⑨ インハウスロトゲームの参加資格と抽選日

無料登録し株主になると参加が可能（登録24時間後から）
1口5ドル相当のYBP（YesBIT Point）でのみ購入可能
18歳以上（学生OK）
KYC（本人確認）が完了している方(免許証やパスポート画像でOK)

・エントリーと資格

・ロトゲーム開催日と抽選、当せん金配当日

毎週土曜日 13:00 購入開始
翌週金曜日 13:00 締め切り
翌日土曜日 12:00 抽選発表
当せんした場合YBPで配当

12月15日(日)13時～販売開始
12月20日(金)13時締め切り
12月21日(土)12時に抽選発表
12月23日(月)13時からYBP配当

例 第1回年末ジャンボBit⑨ロト

※2019/12/15の情報です



YesBIT⑨ ロトゲームの当せん番号

9桁の数字を当てるゲーム

・購入・当せん番号

毎週金曜日の株式市場の終値の3桁を当たり番号とする

日経平均株価の終値（日経）
上海総合指数の終値（上海市場）
ダウ平均株価の終値（NY市場）

数字を3桁ずつ購入

終値
下3桁ずつの
9桁の数字を
予想して
当てください！



YesBIT⑨ ロトゲームの当選種類

1. 一等当選

・当せん種類と割合

その回の配当の15％が当せん金（YBP）になります

数字を3桁ずつ購入した9桁すべての数字が一致した場合に1等当選

1. 一等当選 15％
2. マトリックス（3系） 5％
3. ありがとうBIT9 6%
4. ラッキー3 13%

もちろん、キャリーオーバーもあるの
で、1等当選者がいなければアメリカ
のパワーボールのように、高額になる
可能性も！

日本のロトや宝くじと違って、1等当選の配当
が15％と低めですが
ラッキー3など当たりやすいのもあるのでワク
ワクします！



文字通り購入が早い人に1等当選者からの恩恵を受ける確率が上がります

この3系のポジションに購入が早い人順
に、1→2→3→4といった感じで上から
順番に登録になります。

2. 早く買って！マトリックス

世界初・頑張れば当たる！？

購入順番のポジションが3系列になっていて、購入時に自分のアカウントの管理画面で
どのポジションをになったか確認ができます

ポジション42の
人が1等当選

この場合「1,2,5,14」の位置の方に配当
5％が購入口数の割合でYBPで貰えま
す！



あなたが1等に大当たりした場合、あなたに教えてくれた人やその人に
教えた人達が購入口数の割合でYBPがもらえます

3. ありがとうBIT9

普通の宝くじですと1等から3等などの当せんがありますがYesBIT9では、あなたが1等
に大当たりした場合、あなたにYesBIT⑨を教えてくれた人全員が、それぞれの購入口
数の割合でもらえる新しい仕組みが誕生

配当は6％
あなたが1等当せん1億円の場合

※分かりやす
く円で表示し
ています！



3. ラッキー3

ラッキー３の当たり数字は、購入口数が増えるにつれて当たりパターンの対象が増えて
いきます。これもYesBIT⑨の新しい仕組み

配当は13％

1口購入 3通り 左から右

2口購入 6通り 右から左

5口購入 14通り 上から斜め下

6口購入 16通り 下から斜め上

3口購入 9通り 上から下

4口購入 12通り 下から上

6口でトータル16通りの当選数字になります
例、当せん番号 440 364 506



3. ラッキー3

例えば画像の数字が当せん番号の場合

配当13％

ラッキー3 当せん番号 3つ（1口購入時）

2口購入 6通り 右から左

5口購入 14通り 上から斜め下

6口購入 16通り 下から斜め上

3口購入 9通り 上から下

4口購入 12通り 下から上

一等当選 440 364 506 この並びで一致

日経終値下３桁
上海総合終値下３桁
NYダウ終値下３桁

440
364
506

044 463 605

466 065

560 664

435 460 046

534 064 640

私の計算が合ってい
れば、単純計算で6
口購入ですと、1/10
の確率で10人に1人
が当たる割合に！



4. 持ち越し機能

これも面白い仕組みです

第一週目に頑張って10口購入して外れた場合、第二週目は前回の10％の口数を購入す
るだけでハズレた10口を2週目に持ち越せます。

二週目もハズレた場合、第三週目も10％の小数点以下は切り上
げた2口を購入するだけで前回の11口も持ち越されます。

普通の宝くじやロトは抽選でハズレると、その抽選券は無効になりますがYesBIT⑨で
はそのハズレ番号を次回の抽選に「持ち越せる機能」があります

1等のあたりが出るまで持ち越
せることが、このYesBIT⑨の
最大の魅力です。

まだまだ始まったばかりですが、
毎週ドキドキするのではないで
しょうか！

※ラッキー3は抽選は持ち越した分は抽選外で
す、あくまでも追加購入した分のみ抽選



世界の宝くじの最高額と確率

イエスビットナインのロトは当たりやすいラッキー3など新しい仕組みもあるので、
少額でも当てて毎週のロト購入の足しにできます

YesBIT⑨ロトの1等当選確率は単純計算で1憶分の1です
もちろん、キャリーオーバーで当せん配当金額がどんどん高額になっていくと予想で
きます

世界には信じられない高額な当選金額の宝くじ・ロトが存在します

世界のロト・宝くじ 最高当選額 1等 当選確率

YesBIT⑨ インハウスロト ？？？ 約1/1憶

ロト7 4億～8億円 約1/1,029万

ロト6 1億～2億円 約1/600万

ジャンボ宝くじ 1億～10億円 約1/1,000万～2,000万

パワーボール 約600億～1,000僊円 約1/2億9,220万1,338

メガ・ミリオンズ 約650億円 約1/3億257万5,350



一般株主様（無料登録） お友達紹介報酬システム

・1名～3名がロトゲームで購入した5％

・8名～10名で8％

・4名～7名で7％

1BitCoin = 1Yes Bit Point

当たりやすい当せんの仕組みがあり楽しめるロトゲーム
なので、たくさんの方を紹介してください！

あなたが直接紹介した人がロトゲームに参加し
た場合、即時に報酬が発生しYBPに反映される

あなたの紹介者数によって報酬が変わってきま
す

11名以上でMAX 10%払い出し！即時コミッション（YBP）発生システム

※2019年11月の1か月間で5000
人以上の方の登録がありました



画像は実際の購入画面と管理画面です

毎週開催されるインハウスロトゲームは、無料登録すれば自分の好きな週に購入が可能です

さらに、あなたの紹介で登録さ
れた方にも1口分相当のYBPを
差し上げます
管理画面で確認できるので、
随時配布中です

こちらから新規登録された皆さ
んには、ロト購入2口分相当の
YBPをプレゼントしております



新規登録

登録マニュアル ルール説明ブログ

https://www.yesbit9.com/Identity/Account/Register?introducer=hiroking
http://yesbit9.club/wp-content/uploads/2019/12/yesbit9-新規登録-03.pdf
http://yesbit9.club/

